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文化的景観の分析手法に関する報告
－無形の要素を中心とした「平戸島の文化的景観」の調査－
Report on Analysis of the Cultural Landscape
: ‘Cultural Landscape of Hirado Islands’ centered on intangible elements
植野 健治*・井上 典子**
Kenji Ueno*･Noriko Inoue**
Hirado City lies on the north-west tip of Nagasaki Prefecture and retains ‘Hidden Christian(Kakure
Kirishitan)’ customs derived from the 16th century propagation of Christianity in the area. This essay
aims to clarify the interrelationship between the tangible and intangible elements by illustrating tangible
elements in the area and interpreting the meanings that make up the cultural landscape based on intangible
element research. In order to analyze the cultural landscape structure, close attention was paid to the
layers that show the relationships between the tangible and intangible elements. The approach to
deciphering the links between the tangible elements that indicate the settlement’s functional environs and
intangible elements of the worship spaces has been found to be of great significance in terms of clarifying
the character of the land.
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文化的景観、土地利用分析、無形の要素、文化的伝統、景観のレイヤー構造
なる意味(6)を持って今日に至っていることがわかる。

１．はじめに
長崎県平戸市は、古くから海外との交流拠点であった 。飛鳥時

本研究の目的は、
当該文化的景観を構成する有形の諸要素を対

代には遣隋使、遣唐使の寄港地として知られ 、大航海時代にはア

象に、
無形の調査に基づきその意味を読解し 、
図化作業を通じて、

ジアやヨーロッパなど大陸交流の玄関口として栄えた (1)。16 世

当該文化的景観の構造を明らかにすることである 。
調査対象地域

紀にはポルトガル船が来航し、 17 世紀初頭には城下町にオラン

は広域に及ぶため、
このうち特に過去の土地利用が絵図史料等を

ダやイギリスの商館が設置されるなど 、
西洋文化やキリスト教布

通じて比較的明確に確認可能なＫ地区をモデル地区として採用

教の中心地ともなった。特にキリスト教の布教は、その後の幕府

し、分析対象とした。また、図化にあたっては、絵図史料の他 、

(2)

海外既往研究(7)の手法を参考とした。

の禁教政策により、かくれキリシタン という独特の文化的伝統
を形成することに結びついた。本地域の一部は、平成 22 年 2 月
に「平戸島の文化的景観」(3)として国の重要文化的景観に選定さ
れたほか、世界遺産暫定リスト「長崎の教会群とキリスト教関連
遺産」の構成資産候補でもある。また、今回用いた集落分析の結

海のルート

果は、平成 23 年 9 月に平戸市で海外専門家を招き開催された文
化的景観フォーラム

(4)

での発表内容を加筆修正したものである。

２．研究の目的と方法
研究にあたっては、16 世紀の国際交流が景観形成のプロセス

平戸港

に影響を与え、
その痕跡が現在も集中すると考えられる調査対象
地域（図１）を特定した。本地域においては、生業に関連する土

墓地
教会堂

地利用として農地や山林、
農家建造物等の構成要素が機能的な生

安満岳

活領域を示す一方、16 世紀当時のキリスト教の影響を受けて成
立したと考えられる固有の信仰形態とその対象物が 、
聖なる場所
や信仰空間としての痕跡をとどめている。
たとえば図 2 が示すように、
本地域内に点在し祀りの対象であ
る一部の林地は、発掘調査の結果(5)、かつて墓地であったことが
証明されている。これらは、聖地化のプロセスを経て特別な祈り

16 世紀における布教の状況

の対象となったと考えられる 。
本地域の景観を構成する有形の要
素は、かくれキリシタンという文化的伝統を通じ 、他地域とは異

【図1】調査対象地域
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の土地利用について比較的正確な情報を把握することができる。

16 世紀
字の境界線

耕地

社寺

宅地

川

山林野

墓地
道

現在

【図 3】字図
【図 2】墓地の聖地化

②安満（やすまん）岳周辺絵図（(財)松浦史料博物館蔵）
春日牧垣図（図 4）及び安満岳麓図（図 5）であり、図中の記

３．16 世紀の国際交流が平戸島に与えた影響と景観形成につい

載から、図 4 は寛政 11 年（1799）
、図 5 は慶応 2 年（1866）に

て

描かれたと考えられる。平戸藩の牧場の様子にあわせ 、周辺集落
中国との関係により、16 世紀の平戸港はすでに国際貿易港と

の家屋、耕地、河川、森林などが描かれている。

(8)

なっていたが 、この港を中心に行われた国際交流を通じ、ポル
トガル、イタリア、スペイン等から当時の習俗、科学技術等が日

安満岳

本国内に持ち込まれた。
平戸港周辺地域が最も直接的な影響を受

森林

けたものの一つに、
イエズス会宣教師の布教活動を通じたキリス
ト教信仰の流布がある。当初、平戸港近くに拠点となる教会が設
置され、1550 年代から始まる生月島及び平戸島西海岸における

馬籠

領民の一斉改宗後は、布教が行われた集落に教会堂や十字架 、
カ
トリック墓地が設置(9)され、信仰に基づく社会組織や習俗が持ち

馬垣

込まれた(10)。平戸においては、1599 年に領主松浦隆信が没した

水田

のを契機として布教への弾圧が強まるとともに 、
信仰は潜伏化し
ていった。活動の中心は特定の場所や家屋内へと移行し 、集落内

河川

には、
殉教者聖地や墓地から発展した聖地などの信仰空間が形成
【図 4】春日牧垣図の一部

されていく。当初は墓地であったこれらの場所は 、先に示したと
おり林地等へと移行し、
現在の集落に埋もれた状態で文化的景観
の構成要素となっている。本調査においては、土地利用が示すこ

安満岳

れらの特徴に配慮するとともに、図化においては民俗学的調査 (11)

森林

の結果を参考とした。
本研究における図面作成は過去の景観復元を目的とするもの

馬込

ではなく、
あくまでも大まかな景観の変化を追跡することを目的
としたものである。

石造物

３－１．史料について
Ｋ地区を分析するにあたっては、
（財）松浦史料博物館に所蔵

水田

される絵画史料等を参考とした 。主な内容は、以下に示すとおり

河川

である。

神社

①字図（平戸市役所蔵）

道
家屋

図 3 は、明治 5 年（1872）頃に作成された当時の字を示すも
ので、凡例には、宅地、社寺、耕地、山林野、墓地、道、池川溝、
【図 5】安満岳麓図の一部

字界等が記されている。現在の字界と比較することにより 、過去
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③明暦田方帳（(財)松浦史料博物館蔵）

区における有形の観点から、景観の変化について確認する。

図 6 は、明暦 2 年（1656）に平戸藩において実施された検地

県道
家屋

をもとに作成された田畑清帳の抜書であるが 、
原書は残されてい
ない。抜書自体は享和 3 年（1803）の作成であることが確認でき
るが、
どのような意図を持って作成されたのかは明らかになって

漁港

いない。村を構成する免単位における小字名 、石高、耕作者など

水田

かめ石

こふけ

が記載されている。

農道
河川

長田

おて石 いての者る

水あらひ

ものである。
現在の土地利用図と比較すると耕地が減少している

尾ノ上

【図 7】Ｋ地区土地利用図（2011）

志や者り田

こかすが

こふけ

馬あらい

かめ石

くらうら

丸尾

山中

安満岳

聞き取り調査では、
減少した耕地のほぼ全てが畑地であったこと

図 8 は、大正 13 年（1924）に作成された長崎県肥前国北松浦

迎

郡測量図を踏まえ、
図３に描かれた土地利用を図 7 に反映させた
ことが分かる。図３には耕地の種別までは記載されていないが 、
が確認されている。新たに県道や漁港の整備が行われたものの 、
生業空間や旧来の街道を基本とした集落構造に大きな変化は認
められない。

【図 6】明暦田方帳
３－２．史料による土地利用の分析

畑地

Ｋ地区には現在、18 世帯 70 人が居住（平成 24 年 2 月）し、
平戸市の老年人口割合 29.8％（平成 17 年）が示すとおり高齢化
が進みつつある。町行事はもとより、まちづくり協議会の構成も
50～60 歳代が中心である。
図 7 は、平成 3 年平戸市管内図をもとに作成した現在のＫ地
区における土地利用の状況である 。
主要な文化的景観の構成要素
は、安満岳、河川、農地（棚田）
、農道である。安満岳は、市内
最高峰標高 534 メートル、直径約 4 キロメートルの円形の山麓
線を持った火山体であり、
少なくとも中世以降には信仰の対象と
なっていたことが山頂部の石造物から確認される。また、昭和
30 年（1955）に西海国立公園に指定されたこともあり、現在も

【図 8】Ｋ地区土地利用図（1872）

山頂部に残されるアカガシ－ミヤマシキミ群集は貴重なもので

次に、史料②のうち、図 4（寛政 11 年（1799）
）をみると、水

あり、
安満岳山麓に分布する集落への保水林として重要な役割を

田、河川、馬垣、森林が、図 5（慶応 2 年（1866）
）には、道や

担っている。

建造物、石造物を含めたより詳細な土地利用が記載されている 。

河川沿いに分布する棚田は海岸線から標高 150 メートルを越

江戸中期から本格化した生月島を中心とする捕鯨産業を核とす

える地点まで連続し、
集落の景観を最も特徴づける有形の要素で

る漁業経済圏により、
平戸島西海岸集落では耕地や薪炭林等の利

ある。集落は、概ね標高 30～40 メートルの等高線上に分布し、

用に影響があったことも想定されるが (13)、土地利用そのものに

安満岳の林地を背面に斜面地に張り付く様に家屋が築造されて

は大きな変化はなかったと考えられる 。また、両図ともに安満岳

(12)

における昭和20 年代の写真によれば、

に濃緑で森林が描かれていることが特徴的である 。さらに、史料

Ｋ地区に近接する集落において建造物の多くが茅葺であったこ

③には田方地名が示されている 。Ｋ地区においては、図 7 に示す

とがわかり、Ｋ地区も同様の状況であったと考えられる 。これら

ように、現在の棚田上部に位置する「かめ石」や、海岸線に接す

の建造物は、その後、昭和 40 年～50 年代頃までにすべて瓦葺に

る棚田下部の「こふけ」のほか、現在も同じ呼び名で呼ばれる水

変わっていったことが聞き取り調査から明らかとなっているが 、

田が多く存在している。

いる。
平戸市史古写真編

以上のことから、Ｋ地区では少なくとも 17 世紀中葉には現在

石積みを壁面構造として使用する「ジゴクマヤ」
、
「ドヒョモタセ」
と呼ばれる一部の建造物が現在も集落内に残っている。

とほぼ変わらぬ規模の棚田が形成されていたと考えられる。

まず、現在の土地利用と絵図史料を比較することにより 、Ｋ地
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３－３．文化的景観における無形の要素
の分析

居住地

次に、民俗学的調査を中心としたその
他の資料を参考とし、Ｋ地区における有
形の要素について無形の観点から意味の
分析を行った。
図 9 は、集落内における祀りの場所や
自然石を組んだ石造物等の分布を図化し
たものである。これらは主に居住地周辺

数多く分布する祀りの場所や石造物

の、どちらかといえば私的な空間に集中
している。潜伏時代（江戸時代）には、
家屋内で潜伏キリシタンの行事が執り行
われていたと考えられており、今でも集
落内の複数の家屋に納戸神といわれるキ

【図 9】祀りの場及び住居

リシタンの聖具や御神体が仏壇や神棚と
共に祀られている。居住空間やその周辺
は、通常は日常生活の場所でありながら 、
信仰行事等の実施に伴い祈りの場所へと
変化する。こうした居住空間の重複した
丸尾山

利用は、主屋の「ザシキ」と呼ばれる空
間を中心として執り行われた。かくれキ

祀りのルート

リシタンの信仰が持つシステムにおいて、
家屋周辺は最も身近でありながら、教会
に似た位置づけにあったと考えられる。
図 10 は、集落における祀りの経路を図
化したものである。棚田中央部に位置し、
頂上に四角柱の石塔が設置される丸尾山
と呼ばれる丘陵では、毎年 12 月初旬に遭

【図 10】生業空間で行われる祀り

難者伝説に由来する祀りが行われている 。
また、わら人形を持って農地の周辺を歩
き稲につく害虫を祓うことを目的とする
祀りのルートもあった。Ｋ地区において
は、これら祀りに丸尾山の墓地遺構との
関連を見て取ることができる。聞き取り

山へのルート

調査によれば、この丘はＫ地区において
は祈りの対象でもある。墓地遺構そのも
のが棚田の中にあるため、祀りのルート
にその墓地の存在が組み込まれ、農地が
単なる機能的な役割以上の意味を持つよ
安満岳

うになったとも考えられる。
図 11 は、集落と安満岳との関係を示し
ている。史料（図 4 ・図 5）によれば安

聖域

満岳周辺は近世には草地として使用され

【図 11】聖なる山との関連

ていたことが明らかであり、その後薪炭林
として活用され、集落維持機能を担っていたことが明確である 。

４．文化的景観における有形・無形の諸要素が示す相互関係につ

その一方で、聖域としての保護管理は厳しく 、山頂周辺にはアカ

いて

ガシを中心とした林地と拝殿等が残り 、
その深内部へは裸足で入
山していた。

以上、図化を通じて分析してきたように 、平戸島西海岸地域に
展開する文化的景観の構造を理解するためには 、
機能的な視点か
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ら、生活領域と土地利用の分析を行うだけでは不十分である 。
文
化的景観は、
各時代の文化的なインパクトの積層により形成され
るが、過去の文化的事象が現在の景観に与える影響は 、具体的か
つ物理的な形態に反映されるとは限らない 。したがって、当該構
造を読解するためには、
過去から発展してきた土地利用の時間軸
レイヤーと同時に、有形・無形の関連を示すもう一つのレイヤー
（図 12）に注視する必要がある。
これらは、文化的景観の構造において、物理的な様態の形成過
程と場所の多様な意味の成立プロセスを複雑に編み上げるよう
作用している。
また、
こうした集落の機能的な範囲を示す有形（集
落、生業空間、自然空間）と信仰空間等の無形（意味、記憶等 ）
の関係を読み解くアプローチは 、
土地の個性を明らかにする上で
非常に重要であった。
無形

祀りが行われる場所

有形

生業空間

聖なる山

納戸神のある家屋

自然林

伝統的木造家屋

【図 12】景観における有形と無形のレイヤー構造
５．今後の課題

称である「かくれキリシタン」を使用した。
(3)
参考文献 3) かくれキリシタンの伝統を引き継ぎつつ、島嶼の制約
された条件の下で継続的に行われた開墾及び生産活動によって形成
された棚田群や牧野、人々の居住地によって構成される独自の価値を
示す文化的景観であるとして、平成22 年2 月22 日に国の重要文化的
景観に選定された。
(4)
重要文化的景観「平戸島の文化的景観」周知啓発フォーラム。東京
大学東洋文化研究所所長羽田正教授、法政大学陣内秀信教授、滋賀県
立大学大学院布野修司教授、北海道平取町吉原秀樹学芸員、ノヴァ ・
ゴリツァ大学ユッカ・ヨキレット教授等、国内外の専門家による意見
交換が行われた。
(5)
参考文献 4)
(6)
フォーラムにおいては、平戸のかくれキリシタン集落とその文化的
景観は、１６世紀における東西交流から現在に至るまでこの地で生活
を営んできた人びとが残した大小さまざまなサインを内包しており 、
景観の中にそれらのサインを探し読み解くことが必要であるとする
指摘があった。また、平戸市西海岸における文化的景観は、世界遺産
のカテゴリーにおける「organically evolved cultural landscape」
と同時に「associative cultural landscape」の価値を持つとする指
摘が行われた。
（2011 年9 月9 日文化的景観フォーラム、ユッカ・ヨ
キレット氏発言）
(7)
参考文献 5)
(8)
参考文献 6) p.218 1564 年10 月3 日付「フロイス書簡」による
と、平戸の港は現在の中国からもたらされる商品の一大消費地であり、
ポルトガル人が他の何処よりもこの港に来ることを喜ぶとある。
(9)
参考文献 1) pp.377－378 1561 年10 月1 日付「アルメイダ書簡」
によると、高地に一基の十字架があり、その周囲には砦のような囲い
があったことや、600 名以上を収容する大きく優美な教会堂があった
とある。
(10)
参考文献 7) p.120 1571 年10 月20 日付「ヴィレラ書簡」による
と、平戸から追放された際に、7 名の執事に従って、司祭に代わって
キリシタンを教会に集めるなどの役を持つ7 名の組織を作り慈悲役者
と名付けたこと。また、この習慣をキリシタンのいるすべての地に導
入したとある。
(11)
地域における生活生業、聖域認知等について平戸市教育委員会によ
る聞き取り調査を行っている。
(12)
参考文献 8)
(13)
参考文献 3) p.243
参考文献

現在、
過疎化や高齢化に伴い、
棚田の維持が困難となっている 。

1) 松田毅一監約(1997),「十六・七世紀イエズス会日本報告集第三期

棚田の維持とは、単に農業活動の継続のみならず 、石積工法の伝

第一巻」,同朋社

承や用水、河川管理等における自治組織の役割等の維持である 。

2) 長崎県教育委員会(1999),｢長崎県のカクレキリシタン―長崎県カク

これらは文化的景観における有形の要素を支える無形の要素で
あり、棚田の維持に不可欠なものである 。同時に、本事例におい

レキリシタン習俗調査事業報告書―｣
3) 平戸市教育委員会(2009),｢平戸島と生月島の文化的景観保存調査報

ては、
過疎化とともに集落内において伝承されてきた信仰等の文

告書｣

化的伝統が危機に直面しているという実態がある。たとえば 、
祀

4) 平戸市教育委員会(2009),｢市内遺跡確認調査報告書 8｣

り等についても、
住民自体が本来的な意味を認識できなくなって

5) Sam Turner(2006),｢Making a Christian Landscape｣,University of

いる場合もある。今後、こうした無形の要素を維持する仕組みを

Exeter Press

検討する必要がある。

6) 松田毅一監約(1998a),「十六・七世紀イエズス会日本報告集第三期

補注
(1)
参考文献 1) p.238 1557 年11 月7 日付「トルレス書簡」による
と、平戸には多数のキリシタンがおり、日本全国から異教徒の商人が
数多く訪れる良港であり、ここへはポルトガル人も度々来るとある 。
(2)
参考文献 2) p.7 長崎県カクレキリシタン習俗調査事業報告書で
は、信仰を継承している組織がもはや隠れておらず、日本の伝統的な
さまざまな民俗信仰と融合し変容している状態から「カクレキリシタ
ン」と定義している。本研究においては、国選択無形民俗文化財の名

第二巻」,同朋社
7) 松田毅一監約(1998b),「十六・七世紀イエズス会日本報告集第三期
第四巻」,同朋社
8) 平戸市史編さん委員会(1998),｢平戸市史古写真編思い出の平戸｣,平
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